
七生養護学校 こころとからだの学習 裁判第2回弁論期日 決定!!「 」 、
月 日(水)１１ ２

時 分集合９ ４５
※傍聴券抽選の場合有り

）(弁論時間１０時半～１１時１０分

※終了後、弁護士会館にて報告集会(予定)

東京地裁前集合場所

(審理場所 １階１０３法廷)
※１００名以上入る大法廷です！

ACCESS

①営団有楽町線

桜田門駅歩３分

②営団丸ノ内線

営団日比谷線

営団千代田線

霞ヶ関駅歩３分

「こころとからだの学習」裁判を支援する全国連絡会(準備会)
〒 中 央 区 銀 座 ３ ３ ６ 児 玉 法 律 事 務 所 ０３ ３５３５ ２７５５104-0061 - - FAX: - -
〒 日野市民法律事務所 ０４２ ５８７ ３５３３191-0011 TEL: - -日野市日野本町３ １４ １８谷井ビル５階- -
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「こころとからだの学習」裁判とは…

都立七生養護学校(日野市)の「こころとからだ

の学習」は、保護者のみならず校長会、都教委な

どからも高い評価を得ていました。

ところが 年 月に土屋都議らが都議会で2003 7
「不適切な性教育」として取り上げてから状況が一

変。同都議らは、都教委や産経新聞記者とともに

同校を「視察」。同校教員を一方的に侮辱・恫喝

するとともに、産経新聞は「過激性教育」「まるでア

ダルトショップ」などと、事実を歪曲した報道を行い

ました。また、都教委は手のひらを返したように、

それに荷担して教材を没収。七生関係者をはじめ

名の不当処分を強行しました(七生養護学校116
事件)。

これに対して東京弁護士会は、 年 月2005 1
日に、都教委らの行為は子どもの学習権及び24

教師の教育権の侵害であり、没収した教材を返還

し、不当な介入をしてはならないとする「警告」を

発しました。

ところが、都教委らは、この「警告」を無視し続け

ています。七生養護学校の保護者・教職員 名28
は、七生養護学校事件の真実を伝え、子どもたち

のための教育をとりもどすために、 年 月2005 5
日、東京地裁に提訴しました。12

原告の意見陳述
を行う予定です



私たちも裁判支援をよびかけます
赤沼 陽子 教師
浅井 春夫 立教大学教授
浅川 道雄 日本子どもを守る会副会長

チャイルドライン支援センター常務理事安達 倭雅子
安積 遊歩 ＣＩＬくにたち援助為センター代表
天野 秀昭 （福）世田谷ボランティア協会

障害児・者 人権ネットワーク事務局長粟谷 弘海
粟谷 弘海 ＹＭＣＡ健康福祉専門学校
飯野 美保子 社会福祉士

障害者と家族の生活と権利を守る都民連絡会事務局長市橋 博
伊藤 真 （株）法学館／伊藤塾
岩辺 泰吏 教育評論家
上野 千鶴子 東京大学教授
大田 堯 東京大学名誉教授
大山 勇一 弁護士 第二東京弁護士会
奥地 圭子 東京シューレ
小山内美江子 脚本家
小澤 温 東洋大学社会学部社会福祉学科
片山 等 宮崎大学 教授
加藤 春樹 藤女子大学教員
河東田 博 立教大学
金住 典子 弁護士 東京弁護士会
上 笙一郎 日本児童文学者協会理事
河合 良房 弁護士 岐阜県弁護士会
喜多 明人 子どもの権利条約ネットワーク
北沢 杏子 性を語る会代表
北山 郁子 医師
木附 千晶 ＤＣＩ
木村 陽吉 ＮＰＯ法人株主オンブズマン

チャイルドライン支援センター共同代表清川 輝基
熊谷 直幸 障害児を普通学校へ・全国連絡会
黒岩 伯帆 司法書士

障害児を普通学校へ・全国連絡会 会員、元参議院議員黒岩 秩子
岩波書店｢難病の息子と共に１５年・やっくんの瞳｣作者児玉 容子

小林 律子 「福祉労働」編集部
小松 浩 神戸学院大学 憲法学教授
子安 潤 愛知教育大学
斎藤 貴男 ジャーナリスト
早乙女 勝元 作家
佐々 木 光明 神戸学院大学教授
貞末 恵子 施設職員
佐藤 龍市 元 児童相談所職員
佐野 通夫 四国学院大学教授
澤畑 勉 チャイルドライン支援センター理事

元 神戸市立青陽高等養護学校教諭篠崎 俊博
清水 雅彦 和光大学教授
辛 淑玉 （株）香科舎・代表
高田 静江 元 教育相談室
高橋 智 東京学芸大学教授

高柳 美知子 “人間と性”教育研究所長
田邊 順一 社団法人日本写真家協会
津田 玄児 弁護士 東京弁護士会
鶴田 敦子 聖心女子大学教授
鶴保 英記 教育法研究会
出口 治男 弁護士 京都弁護士会
徳岡 宏一朗 弁護士 兵庫県弁護士会
徳永 雅子 徳永家族問題相談室
中谷 利秋 元 教師

茨城県牛久市障害児就学指導委員、茨城県手をつなぐ育成会理事名児耶 清吉
成見 幸子 弁護士 宮崎県弁護士会
西原 雄次郎 ルーテル学院大学教授
野口 善國 弁護士 兵庫県弁護士会
朴 慶南 作家
花崎 三千子 社会福祉法人草の実会
林 量俶 埼玉大学教授
原田 和幸 田園調布学園大学
平田 一夫 障害児者人権ネットワーク
平野 正美 和光小学校教師
平湯 絃一 ｢母と子社｣
福田 雅章 日本支部代表DCI
古川 清治

読書会通信、障害児を普通学校へ・全国連絡会古谷 史子
保坂 展人 衆議院議員
星野 弥生 世田谷こどもいのちのネットワーク
保田 行雄 弁護士 東京弁護士会
堀尾 輝久 東京大学名誉教授
堀口 貞夫 産婦人科医
堀口 雅子 産婦人科医
前田 紘子 主婦
松井 亮輔 法政大学現代福祉学部

全日本手をつなぐ育成会常務理事松友 了
松丸 正 弁護士 大阪弁護士会
丸木 政臣 和光学園園長
南 典男 弁護士 第二東京弁護士会
嶺井 正也 専修大学教授
宮尾 耕二 弁護士 奈良弁護士会
村井 敏邦 龍谷大学教授
村瀬 幸浩 一橋大・津田塾大学講師
毛利 正道 弁護士 長野県弁護士会

桜美林大学教授・前 東京都立大学総長茂木 俊彦
森田 太三 弁護士 東京弁護士会
八尋 八郎 弁護士 福岡県弁護士会
山内 一浩 弁護士 東京弁護士会
山内 康雄 弁護士 兵庫県弁護士会
吉峯 啓晴 弁護士 東京弁護士会
渡部 吉泰 弁護士 兵庫県弁護士会

( 月 日現在 音順)9 20 50

大切な教材を早く返してください！

（教材を大切に保管していた保健室） （教材を「没収」されたあとの保健室）

支援する会へのご入会を！
年額１口 円■個人: 1,000

（なるべく 口以上でお願いします。)2
年額 口 円■団体: 1 5,000

・氏名、住所、連絡( 等）をTEL
明記の上、お振り込み下さい。
郵便振替口座

00150-8-351743
こころとからだの学習加入者名

裁判支援する全国連




